
第2部　青少年に関する国の施策
第1章　青少年育成施策の総合的・計画的な推進

◆第1節　青少年育成推進本部の取組◆

平成15年６月，青少年育成施策を一層強力に推進する体制として，内閣に内閣総理大臣を本部長とし，
全閣僚を構成員とする「青少年育成推進本部」が設置された。また，青少年育成及び少子化対策を担当す
る内閣府特命担当大臣が置かれており，この特命担当大臣の主宰により,同本部の副本部長からなる会議
を適宜開催し,施策の実施状況や取組方針等についての検討を行うことにより，一層の連携強化を図って
いる。平成15年12月，青少年育成推進本部において青少年の育成にかかる政府の基本理念と中長期的な施
策の方向性を示す「青少年育成施策大綱」が決定され，本大綱に基づき青少年育成施策の推進を図ってい
る。

◆第2節　青少年育成施策大綱の策定とその推進◆

（関係行政機関間の連携・協力）
平成16年度には，青少年育成推進課長会議において，「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針－情

報化社会の進展に対応して－」を申し合わせ，また，少年非行対策課長会議において，「関係機関等の連
携による少年のサポート体制の構築について」を申し合わせたほか，両会議において，児童虐待や少年非
行等の重要な課題につき，対応状況や今後の取組について情報・意見交換を行った。
（青少年育成国民運動）
昭和40年11月に，政府が国民の総力を結集した青少年健全育成のための運動を提唱したことから始めら

れた青少年育成国民運動の一層の推進を図るため，様々な支援を行っている。

◆第3節　「子ども・子育て応援プラン」の策定◆

急速な少子化の流れを変えるため，国の基本施策として，平成16年６月に閣議決定された「少子化社会
対策大綱」に盛り込まれた重点施策の具体的実施計画として，平成16年12月末に「少子化社会対策大綱に
基づく重点施策の具体的実施計画について（子ども・子育て応援プラン）」が全閣僚で構成される少子化
社会対策会議で決定された。
「子ども・子育て応援プラン」では，平成21年度までの５年間に重点的・計画的に講ずる具体的な施策
と目標を掲げるとともに，概ね10年後を展望した「目指すべき社会の姿」を提示し，その実現に向けた各
般にわたる施策に取り組んでいくこととしている。

◆第4節　児童の権利に関する条約の実施の確保◆

我が国は，平成13年11月に「児童の権利に関する条約」の実施状況について児童の権利委員会に第２回
政府報告を提出した。同委員会は，平成16年１月，報告書の審査を行い，我が国に対する委員会としての
「最終見解」を採択した。
政府としては，関係各省庁が連携し，市民社会の声も踏まえ，「最終見解」を真摯に受け止め，引き続

き条約の実施の確保に努めることとしている。
なお，我が国は，「児童の権利に関する条約」を補完する「武力紛争における児童の関与に関する児童

の権利に関する条約の選択議定書」を平成16年８月２日に，また，「児童の売買，児童買春及び児童ポル
ノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を平成17年１月24日に締結しており，今後はこれらの
議定書の実施の確保にも取り組んでいくこととしている。
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第2章　年齢期ごとの施策

◆第1節　乳幼児期◆

（母子の健康の確保・増進）
○ 厚生労働省では，食を通じた妊産婦の健康支援について，「食を通じた妊産婦の健康支援方策研究
会」において平成17年４月から検討を行っている。

（子育て支援の充実）
○ 平成16年12月末に策定した子ども・子育て応援プランにおいて待機児童の解消策を最重点課題の一
つと位置付け，待機児童が50名以上いる市町村を中心に，平成17年度から平成19年度までの３年間で
集中的に受け入れ児童数の拡大を図っていくこととしている。
○ 平成14年度から推進している「つどいの広場」など，地域における子育て支援の拠点の整備につい
て，平成21年度までに6,000か所での実施を目標に掲げて取り組んでいくこととしている。

（保育所・幼稚園等での養護・教育の充実）
○ 保育所と幼稚園の連携の強化に努めるとともに，「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫し
た総合施設」については，平成16年末に中央教育審議会幼児教育部会と社会保障審議会児童部会の合
同の検討会議における審議のまとめがとりまとめられ，平成17年度に試行事業を先行実施するなど
様々な準備を行い，平成18年度からの本格実施を目指すこととしている。

◆第2節　学童期◆

（健康の確保・増進）
○ 学校においては，専門家の協力も得ながら，学校の教育活動全体を通じて，心の健康に関する指導，
薬物乱用防止教育，発達段階に応じた性に関する指導，感染症対策，環境衛生への適切な対応，安全
教育，食に関する指導等，健康教育の充実を図っている。文部科学省では，学校における食育の推進
のための指導体制の整備を行うため,平成17年４月から栄養教諭制度を開始するとともに，児童生徒
の問題行動や不登校の未然防止及び早期発見，早期対応のためにスクールカウンセラーや「子どもと
親の相談員」等の配置による教育相談体制の充実を図っている。

（日常生活能力の習得）
○ 放課後児童健全育成事業については，大都市周辺部を中心に整備してきたところであるが，今後は，
子ども・子育て応援プランに基づき，平成21年度までに全国で17,500か所とする。
○ 子どもの規範意識を醸成するため，文部科学省では，「心のノート」の作成・配布など，道徳教育
の充実のための施策を進めてきており，平成17年度においても引き続き，その充実を図ることとして
いる。また，警察では，警察職員や少年警察ボランティアを学校に派遣して少年非行防止教室を開催
し，少年の非行防止を図っている。
文部科学省では，警察庁と共同で「非行防止教室等プログラム事例集」を作成し，平成17年１月に

公表した。
○ 警察では，子どもに対する声かけ事案，つきまとい，変質者等の不審者の出没など，子どもに対す
る犯罪の前兆と思われる事案については，地域住民，保護者，教育委員会，学校等に対し，警察への
通報・届出や警察安全相談の利用などを促し，迅速かつ的確な事案の把握に努めている。子どもに対
する防犯教育や，この種の事案の発生状況と防犯対策に関して，保護者，学校関係者等への助言・連
絡等を行っている。
また，平成17年４月までに，緊急時に警察署に直接通報できる「子ども緊急通報装置」を，全国の

小学校の通学路，児童公園等に，59地区395基を設置し，その運用を図っている。
（学力の習得）
○ 平成17年４月に公表された小中学校教育課程実施状況調査の結果によれば，前回調査との同一問題
で比較した場合，正答率が前回を上回る問題数が下回る問題数より多くなっており，全体としては，
学力の低下傾向に若干の歯止めがかかったと思われる。しかしながら，国語の記述問題，中学校数学，
学習意欲や学習習慣など，国際的な学力調査（平成16年12月公表）の結果と類似した課題が引き続き
見受けられる。

17



文部科学省では，国際的な学力調査や教育課程実施状況調査の結果等を踏まえ，各学校における授
業改善の徹底や学習指導要領全体の見直しなどを進めているところである。

（社会的自立につながる活動機会の保障）
○ 文部科学省では，平成16年度から，地域の大人たちの協力を得つつ，全国の学校等を活用して小中
学生の放課後や週末における様々な体験活動や交流活動を支援している。
○ 農林水産省では，農業・農村体験活動の受入体制の整備等を引き続き行うとともに，平成17年度か
ら，各地で取り組まれている農業・農村体験活動を将来的に定着させるための全国組織づくりへの支
援を行うこととしている。
○ 林野庁では，森林環境教育活動を推進していくための支援体制の整備に対する助成を行うとともに，
新たに，平成16年度からNPO等の企画力や教育手法を活用した山村滞在型の森林・林業体験交流活
動や森林体験学習，人材育成等を行うモデル事業に対する助成を実施している。

◆第3節　思春期◆

（健康の確保・増進）
○ 地域において，若者の心の健康，薬物乱用防止，性，感染症対策等に関する相談の充実を図るとと
もに，医療機関による対応の充実を図っている。特に，性に関する健全な意識をかん養し，正しい理
解の普及を図るため，価値観を共有する同世代の仲間による相談・教育活動（ピア・カウンセリング，
ピア・エデュケーション）の普及，平成15年度から妊娠について悩んでいる若者に個別に医学的，精
神的，社会的な相談援助を行う場を医療機関にモデル的に設置するなど相談体制の充実を進めている。

（就業能力・意欲の習得）
○ 文部科学省では，「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」に基づき，平成17年度において
は，各都道府県等において，職場体験等を推進するためのシステムづくりや中学校を中心に５日間以
上の職場体験の実施など，地域の教育力を最大限活用し，キャリア教育の更なる推進を図る。
○ 内閣府では，平成17年度において，「若者自立・挑戦プラン」の一環として，女性若年層に対して，
女性の進出が遅れている理工系等の分野に関する情報提供・意識啓発キャンペーンを関係府省・機関
と連携して実施する。また，独立行政法人国立女性教育会館において，多様なキャリア形成を支援す
るための情報提供システムを構築する。
○ 厚生労働省では，在学中の早い段階からの職場見学等による職業理解の促進から，就職後の職場定
着までの各段階を通じて一貫した支援を行う若年者ジョブサポーターを全国の公共職業安定所に配置
している。また，平成16年度に引き続き，若年者向けのキャリア・コンサルタント（職業選択，将来
の職業生活設計に関する専門的な相談を行う人材）を職業能力開発大学校等で養成するとともに，平
成17年度においては，市町村の既存施設等を活用したキャリア・コンサルティング等を実施する。

（社会生活能力の習得）
○ 文部科学省，厚生労働省においては，思春期にある若者がボランティア活動に参加できるようにす
るための基盤整備を行い，ボランティア活動の振興を図っている。
○ 高校生の国際理解や国際的視野の醸成を図るため，外務省，文部科学省においては，諸外国の高校
生の招へい，関係団体等が行う高校生の交流事業や情報提供に対する支援等を行っている。

◆第4節　青年期◆

（大学教育等の充実）
○ 大学入学者選抜方法の工夫・改善については，各大学において学力検査だけでなく，面接や小論文，
リスニングテストの実施や，推薦入学，帰国子女や社会人を対象とした特別選抜の採用，さらには詳
細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせて実施されるアドミッション・オフィス入試
を導入する大学（平成16年度は国公私立大学あわせて375大学）が増加するなど，選抜方法の多様
化・評価尺度の多元化が進んできている。
○ 文部科学省では，平成16年度から，正規雇用を目指しながらそれが得られないフリーター等（フ
リーター・若年失業者・無業者等）の能力向上のため，産業界との連携・協力により，専修学校を活
用した短期教育プログラムの開発などフリーター等が職を獲得する上で必要となる知識・技術に関す

18



る教育を提供する「専修学校を活用した若者の自立・挑戦支援事業」を実施している。平成17年度か
らは新たに，社会的要請の高い課題に対応する教育内容や方法等についての重点的な研究開発を行う
「専修学校教育重点支援プラン」や若年者の職業意識の高揚を図る「専修学校を活用した職業意識の
啓発推進」事業を行うこととしている。

（職業能力開発・就業支援の充実）
○ 若者の職業的自立を支援するため，平成15年６月に取りまとめられた「若者自立・挑戦プラン」の
中核的施策として，地方公共団体，産業界，学校等の連携の下，ワンストップサービスセンター
（関係機関の窓口一元化，関連情報の集約化による包括的な一時相談の窓口）を整備し，地域におい
て，若者に就業促進サービスを提供する「若年者のためのワンストップサービスセンター（ジョブカ
フェ）」事業を平成16年度から開始し，平成17年度においても引き続き推進する。
○ 内閣府では，「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」に基づき，平成17年度において新た
に，「若者フォーラム（仮称）」として，インターネット上での意見交換・情報発信・意見収集や「若
者チャレンジキャラバン（仮称）（シンポジウム等）」の開催，若年者の就業意識及び対策に係る調査
を実施して，人材育成等の必要性に係る広報・啓発を行うこととしている。
○ 企業における実習と教育訓練機関における座学を並行して行うことにより，一人前の職業人を育成
する日本版デュアルシステムを平成16年度から導入したところであり，平成17年度においては，進路
が決まらない学卒者等の日本版デュアルシステムの受講を促進するための体験講習を実施するととも
に，企業，民間教育訓練機関の取組を促進する施策の強化等を行うことにより，日本版デュアルシス
テムの更なる普及・定着を図ることとしている。

（生活設計・人生設計の支援）
○ 学ぶ意欲と能力のある学生が経済的な面で心配することなく，安心して学べるよう，奨学金を希望
する学生を支援するため，これまでも毎年奨学金の充実を図ってきている。平成17年度においては，
奨学金事業全体で7,510億円（対前年度比690億円増）の事業費で，103万４千人（対前年度比約６万
９千人増）の奨学生に奨学金を貸与することとしている。
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第3章　特定の状況にある青少年に関する施策

◆第1節　障害のある青少年の支援◆

（障害のある青少年の支援）
○ 特別支援教育を推進するための制度の在り方について検討を進めるため，中央教育審議会では，平
成16年２月に特別支援教育特別委員会を設置し，同年12月に中間報告を取りまとめた。この中間報告
において，「特別支援教育」とは，障害のある児童生徒等の自立や社会参加に向けた主体的な取り組
みを支援するという視点に立ち，適切な指導や必要な支援を行うものであること，障害の重度・重複
化を踏まえ，現在の盲・聾

ろう

・養護学校を障害種別を超えた学校制度（特別支援学校（仮称））とする
こと，さらに，小・中学校において，学習障害（LD）等を含めた障害のある児童生徒への指導及び
支援について，制度的な見直しを行うこと等が提言されている。現在，この中間報告に対する意見募
集の結果等を踏まえ，答申の取りまとめに向けた審議が進められている。

（LDやADHDなどの青少年の支援）
○ 自閉症，注意欠陥／多動性障害（ADHD），学習障害（LD）などの発達障害についての国民の理解
を促進し，地域において発達障害者を一貫して支援していくための国民や国・地方公共団体の責務な
どを定める発達障害者支援法（平16法167）が議員立法によって第161回臨時国会で成立し，平成17年
４月１日から施行された。
○ 厚生労働省では，自閉症， ADHD，LDなどの発達上の課題のために，家庭，学校等において適切
な支援が実施できるよう，乳幼児健康診査等を通じた早期発見，相談・指導の実施を推進している。
○ 発達障害者支援法においては，教育に関して，学校教育における発達障害児への適切な教育的支援
や支援体制の整備等を定める規定が設けられた。文部科学省では，厚生労働省と連携を図りながら，
総合的な支援体制の整備が図られるよう取り組むこととしている。

◆第2節　ひとり親家庭等の支援◆

（ひとり親家庭）
○ 平成15年４月に施行された改正母子及び寡婦福祉法（平14法119）及び平成15年８月に施行された
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法（平15法126）に基づき①子育て短期支援事業，日常
生活支援事業等の子育てや生活支援策，②母子家庭等就業・自立支援センター事業，母子家庭自立支
援給付金等の就業支援策等といった自立支援策を総合的に講じているほか，母子家庭の母等がその家
庭環境，適性，能力にふさわしい職業に就くことができるよう支援措置を講じている。

（経済的に困難な家庭）
○ 平成17年４月からは，生活保護を受給する有子世帯の自立を支援する観点から，新たに高等学校等
への就学費用について保護費を支給することとなった。

◆第3節　少年非行対策等社会的不適応への対応◆

（少年非行対策）
○ 「青少年育成施策大綱」等を踏まえ，深刻な少年非行の現状に適切に対処するため，第162回国会
に，①いわゆる触法少年及びぐ犯少年に係る事件について，警察官による調査手続を整備する，②14
歳未満の少年についても，家庭裁判所が特に必要と認める場合には少年院送致の保護処分をすること
ができることとする，③保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置等に関
する規定を整備するとともに，少年院及び保護観察所の長が保護処分中の少年の保護者に対し指導，
助言等をすることができる旨を明確化する，④裁判所の判断により国選付添人を付する制度を新設す
ることなどを内容とした「少年法等の一部を改正する法律案」を提出した。
○ 政府では，少年サポート体制の在り方に関する基本的な考え方をまとめた「関係機関等の連携によ
る少年サポート体制の構築について」を平成16年９月，少年非行対策課長会議において申し合わせ，
地方公共団体に対して周知し，取組の一層の普及促進を図っている。
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（不登校・ひきこもり，摂食障害等）
○　「今後の不登校への対応の在り方について（報告）」（平成15年３月）の提言を受け，文部科学省で
は，学校等における具体的な指導方法や事例の紹介等を内容とする指導資料を作成・配布するとと
もに，不登校対策に関する中核的機能（スクーリング・サポート・センター）を充実し，学校・家
庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサポートシステムを整備する「スクーリング・サポート・
ネットワーク整備事業」を引き続き推進する。

○ ひきこもりなど社会との関係が希薄な青年が，将来の目標を設定し，社会の中で自ら行動すること
ができるようになるために，福祉作業所などでの社会体験への参加を支援するとともに，不登校など
の悩みを抱える子どもたちに対し，自然体験や生活体験等の体験活動に取り組む機会を提供すること
としている。

◆第4節　青少年の被害防止・保護◆

（児童虐待防止対策）
○ 子どもの命が奪われる等重大な虐待事件が後を絶たず，また，児童相談所における虐待に関する相
談件数も増加を続け，平成15年度には児童虐待防止法が施行される直前の２倍以上に当たる２万
6,569件となるなど，児童虐待問題は，依然として早急に取り組むべき社会全体の課題となっている。
○ 発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至るまで，切れ目なく総合的に支援していくため，従来
から，関係省庁が連携して取り組んでいるところであり，児童虐待防止法及び児童福祉法の改正を受
けた新たな制度の着実な実施とともに，施策の一層の充実を図っている。

（青少年の福祉を害する犯罪対策）
○ 性的搾取や臓器売買等を目的とする人身取引は，重大な人権侵害であり，被害者となった女性や児
童に深刻な肉体的・精神的な影響を与え，その被害の回復が非常に困難であることから，人道的な観
点からも，国際的な組織犯罪としての観点からも，迅速・的確な取組みが必要とされている。このよ
うな認識の下，政府は，平成16年４月に，内閣官房副長官補を議長とする「人身取引対策に関する関
係省庁連絡会議」を内閣に設置し，同会議において，12月に，人身取引の防止・撲滅及び被害者保護
などからなる包括的・総合的な対策として，「人身取引対策行動計画」が策定された。「人身取引対策
行動計画」は，平成16年12月，全閣僚を構成員とする「犯罪対策閣僚会議」に報告され，行動計画に
盛り込まれた施策を政府全体として着実に推進することが確認された。

（その他の犯罪対策）
○ 平成16年度においても，児童誘拐殺害事件が発生するなど，近年，子どもを対象とした暴行・傷害，
性犯罪，略取誘拐等の犯罪が多数発生し，国民に強い不安を与えている。こうした現状を踏まえ，関
係省庁が連携して，パトロールの強化，緊急時に警察署に直接通報できる「子ども緊急通報装置」の
通学路や児童公園等への設置など地域における防犯対策を推進している。
平成17年度においては，活動拠点を中心とした自主防犯活動を支援するための「地域安全安心ス

テーション」モデル事業を実施するほか，平成17年６月から，警察と法務省の間で，子どもを対象と
した暴力的な性犯罪に係る受刑者の出所後の居住地等の情報を共有し，その者による再犯の防止のた
めの対策を推進している。

◆第5節　労働市場で不利な条件下にある青少年の支援◆

（高校中退者，若年失業者等の就労支援等）
○ 平成16年度から，企業における実習と教育訓練機関における座学を並行して行うことにより，一人
前の職業人を育成する日本版デュアルシステムを導入したところであり，平成17年度においては，進
路が決まらない学卒者等の日本版デュアルシステムの受講を促進するための体験講習を実施するとと
もに，企業，民間教育訓練機関の取組を促進する施策の強化等を行うことにより，日本版デュアルシ
ステムの若年者に対する普及や社会的な定着を図ることとしている。また，若年者向けのキャリア・
コンサルタントを職業能力開発大学校等で養成するとともに，市町村の既存施設等を活用したキャリ
ア・コンサルティング等を実施する。
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第4章　支援のための環境整備施策

◆第1節　利用しやすいサービス体制づくり◆

（専門職の養成・確保）
○ 厚生労働省では，若年者向けキャリア・コンサルティング（職業選択，将来の職業生活設計等に関
する専門的な相談）を行う人材（若年者向けキャリア・コンサルタント）の養成・普及を推進してい
る。平成16年度においては，若年者向けキャリア・コンサルタントに必要な能力要件等を策定すると
ともに，その能力を付与するための訓練を職業能力開発大学校等で開始した。平成17年度においては，
引き続き若年者向けのキャリア・コンサルタントを職業能力開発大学校等で養成するとともに，市町
村の既存施設等を活用したキャリア・コンサルティング等を実施する。

（専門機関・相談機関等の充実とネットワークづくり）
○ 近年，青少年をめぐっては，就労の不安定化や親への依存の長期化など社会的自立の遅れが新たな
課題として生じていることから，内閣府では，平成16年９月から，若者の包括的な自立支援方策につ
いて，有識者からなる検討会を開催し，若者の自立を継続的に支援するための各分野の専門機関や相
談機関の連携の在り方をはじめ，包括的な自立支援方策について検討を行い，平成17年３月には中間
取りまとめを公表した。

◆第2節　魅力的な学校づくり◆

（開かれた学校づくり）
○ 学校が，保護者や地域住民に対する説明責任を果たしていくため，小学校設置基準等では，学校が
自己評価を行い，その結果を公表するよう努めることとし，また，保護者等に積極的に情報提供をす
ることを義務づけている。平成15年度においては，約95％の公立学校が自己評価を実施し，約４割が
その結果の公表を行っている。
また，保護者や地域住民が学校運営に参画する新たな仕組みとして「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律」（昭31法162）の改正により，学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）が創設
され，平成16年９月から施行されており，平成17年５月現在19校に導入されている。

◆第3節　地域社会を支えるまちづくり・むらづくり◆

（地域社会意識の維持・再生・創出）
○ 文部科学省では，「地域教育力再生プラン」を実施し，学校・家庭・地域が一体となり，安全に，
かつ，安心して活動できる子どもの居場所づくりの支援，地域におけるボランティア活動や，スポー
ツ及び特色ある様々な文化の体験活動を促進し，地域の教育力の再生を図っている。

◆第4節　情報・消費環境の変化への対応◆

（情報・消費環境の変化に対応した知識・能力の習得支援）
○ 経済社会が高度化・多様化し，事業者が提供する商品・サービスも多様かつ複雑になる中で消費者
が事業者との間でトラブルに遭うケースが近年増加している。そのため，早い段階から消費者として
必要な基礎的な知識を身に付け，悪質な消費者被害から身を守ることが重要である。平成16年に改正
された消費者基本法（昭43法78）においても，消費者教育を受けることが消費者の権利の一つとして
規定され，消費者教育が一層重要となっている。また，同法において規定された消費者基本計画にお
いて，平成19年度までに，消費者教育の体系化を図り，これに基づく消費者教育の推進方策について
検討していく旨が盛り込まれた。

（青少年を取り巻く有害環境への対応）
○ インターネット上の違法・有害情報への対応のため，警察では，違法情報に対する取締り，家庭に
おけるフィルタリングシステムの普及等有害情報から少年を切り離す対策の推進，プロバイダの自主
的措置の促進等に努めている。また，都道府県警察のサイバー犯罪対策プロジェクト等では，イン
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ターネット上を流通する違法・有害情報を把握するための活動として，サイバーパトロールを実施し
ているほか，民間にサイバーパトロールモニターを委嘱するなど効果的なパトロールを推進している。

◆第5節　調査研究，青少年にもわかりやすい情報提供，広報啓発活動の推進◆

（調査研究）
○ 内閣府では，青少年の実態，意識等について調査研究を実施しており，調査研究の結果が積極的に
活用されるようホームページ上で提供するとともに，青少年に関する各種調査・研究報告書，その他
青少年関係の内外一般資料等を収集，整理及び保管するとともに，庁舎内の青少年情報センターにお
いて，広く青少年問題に関心を持つ方々の利用に供している。

（広報啓発活動）
○ 青少年の健全な育成に関する国民の理解・協力を促進するため，関係省庁においては「全国青少年
健全育成強調月間」，「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」等の強調月間，講演会，シンポジ
ウムの開催，各種啓発パンフレットの配布などの手法により，広報啓発活動を行っている。
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